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014897 沖縄尚学高校 岡崎 奎太 [1] 

1 005493 沖縄尚学高校 玉城 勇稀 岡崎 奎太 [1] 

   玉城 勇稀 

2   Bye 1  岡崎 奎太 [1] 

013033 首里高校 宮里 一路  玉城 勇稀 

3 011996 首里高校 當間 重央 宮里 一路 6-0  

013589 首里東高校 与那嶺 千翔 當間 重央  

4 014743 首里東高校 平仲 司 6-4  岡崎 奎太 [1] 

014900 那覇西高校 仲本 陣  玉城 勇稀 

5 013757 那覇西高校 高良 佳史 又吉 和磨 6-0  

006785 北谷高校 又吉 和磨 富田 清弥  

6 014411 北谷高校 富田 清弥 6-2  宮城 楓也 

012676 沖縄工業高校 宮城 楓也  熱田 和紀 

7 012674 沖縄工業高校 熱田 和紀 宮城 楓也 6-3  

013811 読谷高校 桃原 大吾 熱田 和紀  

8 013567 読谷高校 高橋 凛起 6-1  岡崎 奎太 [1] 

015377 前原高校 仲真 拓弥  玉城 勇稀 

9 013864 前原高校 諸喜田 憲亮 仲真 拓弥 6-0  

007854 糸満高校 上原 維吹 諸喜田 憲亮  

10 015928 糸満高校 翁長 祐也 7-5  新里 駿介 

013034 首里高校 宮里 英大  阿久津 雄矢 

11 012027 首里高校 山内 一輝 新里 駿介 6-3  

012686 コザ高校 新里 駿介 阿久津 雄矢  

12 013045 コザ高校 阿久津 雄矢 6-0  呉屋 香太朗 

012770 普天間高校 呉屋 香太朗  長嶺 僚音 

13 014050 普天間高校 長嶺 僚音 呉屋 香太朗 7-5  

016164 久米島高校 宮里 幸汰 長嶺 僚音  

14 015844 久米島高校 橘和 新太 6-0  呉屋 香太朗 

015440 知念高校 大城 将之亮  長嶺 僚音 

15 015439 知念高校 大城 盛心 嘉手納 匠作 [15] 6-2  

013003 那覇西高校 嘉手納 匠作 [15] 神谷 奏汰  

16 007021 那覇西高校 神谷 奏汰 6-0  岡崎 奎太 [1] 

012078 那覇西高校 糸満 壱聖 [10]  玉城 勇稀 

17 010194 那覇西高校 與那嶺 大輝 糸満 壱聖 [10] 8-1  

   與那嶺 大輝  

18   Bye 9  糸満 壱聖 [10] 

009805 興南高校 伊佐 一澄  與那嶺 大輝 

19 012156 興南高校 嘉味田 尚也 伊佐 一澄 6-1  

015762 開邦高校 新垣 陽大 嘉味田 尚也  

20 015761 開邦高校 梅村 涼 6-1  糸満 壱聖 [10] 

012082 普天間高校 呉屋 智輝  與那嶺 大輝 

21 013817 普天間高校 神里 勇斗 呉屋 智輝 6-2  

015381 北谷高校 花城 悠護 神里 勇斗  

22 015110 北谷高校 長谷川 志央 6-2  呉屋 智輝 

010412 昭和薬科高校 中村 倫雅  神里 勇斗 

23 014463 昭和薬科高校 知念 琥珀 上間 雄生 6-1  

016417 浦添高校 上間 雄生 小谷 昊  

24 013650 浦添高校 小谷 昊 7-5  糸満 壱聖 [10] 

015435 久米島高校 田口 隼夢  與那嶺 大輝 

25 015438 久米島高校 神谷 一太 ジョンソン 太陽 6-4  

013413 球陽高校 ジョンソン 太陽 比嘉 悠登  

26 013730 球陽高校 比嘉 悠登 6-3  盛根 伊吹 

015760 開邦高校 今西 球大  街 一颯 

27 016408 開邦高校 髙良 遼太郎 盛根 伊吹 6-3  

013397 興南高校 盛根 伊吹 街 一颯  

28 009463 興南高校 街 一颯 6-2  國吉 永将 [8] 

007875 那覇西高校 仲本 凌里都  大城 盛晃 

29 012962 那覇西高校 石坂 アリスト 仲本 凌里都 6-1  

015902 北谷高校 石原 清斗 石坂 アリスト  

30 016114 北谷高校 譜久村 大雅 6-2  國吉 永将 [8] 

    大城 盛晃 

31   Bye 7 國吉 永将 [8] 7-5  

006198 首里高校 國吉 永将 [8] 大城 盛晃  

32 003527 首里高校 大城 盛晃  
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004795 沖縄尚学高校 仲間 望 [3]  

33 008663 沖縄尚学高校 大城 琉翔 仲間 望 [3] 

   大城 琉翔 

34   Bye 3  仲間 望 [3] 

013053 那覇西高校 上原 隆太郎  大城 琉翔 

35 013096 那覇西高校 佐藤 由人 上原 隆太郎 6-1  

015672 前原高校 島袋 吉智 佐藤 由人  

36 015905 前原高校 米須 歩夢 6-1  仲間 望 [3] 

012739 那覇高校 森根 和士  大城 琉翔 

37 016098 那覇高校 牟田 知生 中村 拓磨 6-1  

009608 昭和薬科高校 中村 拓磨 内川 太朗  

38 010238 昭和薬科高校 内川 太朗 6-1  中村 拓磨 

014704 北谷高校 比嘉 隆智  内川 太朗 

39 014664 北谷高校 與那覇 英伍 仲田 源 6-0  

015772 読谷高校 仲田 源 末吉 真尚  

40 015884 読谷高校 末吉 真尚 7-6(2)  仲間 望 [3] 

016363 沖縄尚学高校 佐久間 大海  大城 琉翔 

41 016352 沖縄尚学高校 河野 真大 兼次 陽大朗 6-3  

012546 コザ高校 兼次 陽大朗 大城 晟  

42 010362 コザ高校 大城 晟 7-5  兼次 陽大朗 

010277 首里高校 国吉 友瑚  大城 晟 

43 011606 首里高校 平良 樹 国吉 友瑚 6-4  

014640 石川高校 島袋 十輝 平良 樹  

44 015824 石川高校 比嘉 凛人 6-0  久場 瞭志 

009609 那覇国際高校 久場 瞭志  仲宗根 大遥 

45 013686 那覇国際高校 仲宗根 大遥 久場 瞭志 6-4  

015312 那覇西高校 津波 勇矢 仲宗根 大遥  

46 013098 那覇西高校 長嶺 廉 6-1  久場 瞭志 

015647 前原高校 與那城 誠志  仲宗根 大遥 

47 011289 前原高校 門口 弘樹 大山 真之介 [13] 6-3  

011295 那覇高校 大山 真之介 [13] 石原 圭都  

48 013889 那覇高校 石原 圭都 6-4  盛島 光瑠 [7] 

009456 普天間高校 仲村 秀吾 [9]  越村 勇斗 

49 011604 普天間高校 比嘉 優稀 仲村 秀吾 [9] 8-3  

   比嘉 優稀  

50   Bye 11  仲村 秀吾 [9] 

013786 那覇国際高校 平良 栄士  比嘉 優稀 

51 011623 那覇国際高校 照屋 優人 平良 栄士 6-1  

016344 北中城高校 外間 正太郎 照屋 優人  

52 016339 北中城高校 比屋根 諒 6-0  仲村 秀吾 [9] 

013715 球陽高校 仲嶺 瞭河  比嘉 優稀 

53 012751 球陽高校 篠原 颯太 仲嶺 瞭河 6-1  

016397 首里高校 島袋 栄翔 篠原 颯太  

54 016396 首里高校 比屋根 良優 6-1  上原 遥斗 

014024 昭和薬科高校 上原 遥斗  山城 諒也 

55 012245 昭和薬科高校 山城 諒也 上原 遥斗 6-4  

016347 那覇高校 末好 祥太郎 山城 諒也  

56 016099 那覇高校 翁長 晃生 6-2  盛島 光瑠 [7] 

016413 浦添高校 仲本 祐希  越村 勇斗 

57 016419 浦添高校 宮城 拓夢 仲宗根 吉秀 6-0  

011199 那覇西高校 仲宗根 吉秀 的場 颯人  

58 014780 那覇西高校 的場 颯人 6-1  仲宗根 吉秀 

015875 那覇工業高校 浦崎 竜空  的場 颯人 

59 014539 那覇工業高校 玉城 厚人 浦崎 竜空 6-2  

011298 興南高校 オーフィールド 昇 玉城 厚人  

60 002541 興南高校 城田 勝平 6-4  盛島 光瑠 [7] 

013521 首里高校 上原 康寛  越村 勇斗 

61 014841 首里高校 仲本 裕政 上原 康寛 6-2  

014016 昭和薬科高校 中村 和貴 仲本 裕政  

62 014051 昭和薬科高校 山田 羽也斗 6-2  盛島 光瑠 [7] 

    越村 勇斗 

63   Bye 5 盛島 光瑠 [7] 6-1  

006866 沖縄尚学高校 盛島 光瑠 [7] 越村 勇斗  

64 015661 沖縄尚学高校 越村 勇斗  
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003525 首里高校 佐久間 叶和 [6]  

65 009492 首里高校 宮城 洸弥 佐久間 叶和 [6] 

   宮城 洸弥 

66   Bye 6  佐久間 叶和 [6] 

013105 那覇西高校 玉那覇 圭  宮城 洸弥 

67 013853 那覇西高校 高良 凌 仲宗根 匠海 6-1  

012588 普天間高校 仲宗根 匠海 大山 朝陽  

68 012830 普天間高校 大山 朝陽 w.o. 佐久間 叶和 [6] 

014106 興南高校 奥濱 真太郎  宮城 洸弥 

69 013669 興南高校 森田 悠吾 前堂 聖 6-1  

015443 知念高校 前堂 聖 平良 綾人  

70 014984 知念高校 平良 綾人 7-6(5)  前堂 聖 

012208 宜野湾高校 東 暖士  平良 綾人 

71 013229 宜野湾高校 知念 和紀 東 暖士 6-2  

015320 那覇国際高校 平良 海翔 知念 和紀  

72 015325 那覇国際高校 玉城 伸 w.o. 佐久間 叶和 [6] 

010341 コザ高校 山根 大器  宮城 洸弥 

73 010705 コザ高校 平良 翔太郎 山根 大器 6-0  

013722 沖縄工業高校 比嘉 椋平 平良 翔太郎  

74 016155 沖縄工業高校 神谷 和志 6-0  中川 響介 

012622 前原高校 中川 響介  神谷 義龍 

75 013070 前原高校 神谷 義龍 中川 響介 6-4  

014380 浦添高校 宮平 貴将 神谷 義龍  

76 012038 浦添高校 富髙 包音 7-5  福地 佑貴 [12] 

015822 石川高校 上間 琳斗  阿南 斗唯 

77 014547 石川高校 桑江 陽斗 前堂 太聖 6-4  

015386 北谷高校 前堂 太聖 新川 孝斗  

78 015382 北谷高校 新川 孝斗 6-2  福地 佑貴 [12] 

    阿南 斗唯 

79   Bye 12 福地 佑貴 [12] 6-2  

007475 興南高校 福地 佑貴 [12] 阿南 斗唯  

80 014215 興南高校 阿南 斗唯  大城 太志 [4] 

013923 糸満高校 石川 隼人 [16]  屋嘉比 梨恩 

81 011391 糸満高校 稲嶺 和歩 石川 隼人 [16] 9-8(3)  

014598 北谷高校 仲宗根 駿 稲嶺 和歩  

82 014667 北谷高校 仲里 太一 6-1  當山 蒼太 

015068 首里高校 當真 聡太  鉢嶺 拓海 

83 014707 首里高校 長山 真宙 當山 蒼太 6-3  

014475 北中城高校 當山 蒼太 鉢嶺 拓海  

84 013769 北中城高校 鉢嶺 拓海 6-1  當山 蒼太 

014395 前原高校 仲地 草紫  鉢嶺 拓海 

85 015868 前原高校 玉城 幸之将 喜友名 朝史 7-6(5)  

013213 与勝高校 喜友名 朝史 玉栄 祐知  

86 014536 与勝高校 玉栄 祐知 6-2  喜友名 朝史 

015433 那覇西高校 埜本 勇雅  玉栄 祐知 

87 015861 那覇西高校 沖田 蒼依 仲程 慶友 6-0  

016425 沖縄水産高校 仲程 慶友 藏根 琉暉  

88 016424 沖縄水産高校 藏根 琉暉 w.o. 大城 太志 [4] 

016341 コザ高校 伊計 政邦  屋嘉比 梨恩 

89 016404 コザ高校 新垣 さとき 仲地 晃誠 6-1  

015820 読谷高校 仲地 晃誠 屋良 駿青  

90 015813 読谷高校 屋良 駿青 7-6(8)  呉屋 凱斗 

007764 普天間高校 呉屋 凱斗  島袋 紘也 

91 005400 普天間高校 島袋 紘也 呉屋 凱斗 6-2  

016124 沖縄工業高校 伊敷 元伍 島袋 紘也  

92 016153 沖縄工業高校 新垣 勝悟 6-1  大城 太志 [4] 

011959 那覇高校 上地 勇太郎  屋嘉比 梨恩 

93 015140 那覇高校 大嶺 慣太 上地 勇太郎 6-2  

012782 昭和薬科高校 仲村 祥 大嶺 慣太  

94 008142 昭和薬科高校 茂見 幸輔 6-0  大城 太志 [4] 

    屋嘉比 梨恩 

95   Bye 4 大城 太志 [4] 6-2  

006955 首里高校 大城 太志 [4] 屋嘉比 梨恩  

96 012520 首里高校 屋嘉比 梨恩  
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003523 沖縄尚学高校 荻堂 公史郎 [5]  

97 005865 沖縄尚学高校 谷口 結風 荻堂 公史郎 [5] 

   谷口 結風 

98   Bye 8  荻堂 公史郎 [5] 

015836 那覇西高校 久高 将海  谷口 結風 

99 014416 那覇西高校 佐伯 亮磨 新垣 英隼 6-1  

013771 北中城高校 新垣 英隼 田場 敬大  

100 010306 北中城高校 田場 敬大 6-3  荻堂 公史郎 [5] 

014652 コザ高校 大庭 京将  谷口 結風 

101 014374 コザ高校 照屋 亮太 島袋 椋 6-0  

013655 球陽高校 島袋 椋 田場 碧  

102 013689 球陽高校 田場 碧 6-3  安谷屋 琳士 

013986 与勝高校 新垣 淑斗  玉城 佑斗 

103 013289 与勝高校 濱口 龍 安谷屋 琳士 6-3  

015430 首里東高校 安谷屋 琳士 玉城 佑斗  

104 013461 首里東高校 玉城 佑斗 6-1  荻堂 公史郎 [5] 

015749 八重山高校 砂川 大稀  谷口 結風 

105 015769 八重山高校 花城 隆斗 砂川 大稀 6-0  

014105 興南高校 仲本 伊吹 花城 隆斗  

106 014962 興南高校 山城 天斗 6-1  砂川 大稀 

011472 名護高校 仲宗根 善杜  花城 隆斗 

107 016421 名護高校 宮城 裕太 久高 秀平 6-3  

014991 コザ高校 久高 秀平 島袋 晄弥  

108 015515 コザ高校 島袋 晄弥 w.o. 砂川 大稀 

013221 那覇国際高校 儀武 航也  花城 隆斗 

109 011954 那覇国際高校 島袋 智行 儀武 航也 6-4  

014628 普天間高校 比嘉 雄理 島袋 智行  

110 014609 普天間高校 池原 優斗 6-1  儀武 航也 

    島袋 智行 

111   Bye 10 山城 慶大 [11] 7-6(4)  

009732 首里高校 山城 慶大 [11] 山川 真和  

112 009555 首里高校 山川 真和  喜屋武 一心 [2] 

013799 北谷高校 渡名喜 想太 [14]  我謝 慎 

113 015375 北谷高校 與那覇 奏大 渡名喜 想太 [14] 8-1  

015843 久米島高校 末永 晴之 與那覇 奏大  

114 015842 久米島高校 石津 結生 6-2  渡名喜 想太 [14] 

009576 那覇国際高校 横山 蒼空  與那覇 奏大 

115 012184 那覇国際高校 親富祖 佑成 横山 蒼空 6-4  

015441 知念高校 上原 琉 親富祖 佑成  

116 015442 知念高校 宮城 唯夢 6-0  渡名喜 想太 [14] 

014085 コザ高校 伊波 睦希  與那覇 奏大 

117 014052 コザ高校 蒋 文旭 岡野 将暉 6-2  

012867 糸満高校 岡野 将暉 東内原 倫樹  

118 014372 糸満高校 東内原 倫樹 6-1  岡野 将暉 

013941 北中城高校 前原 蓮  東内原 倫樹 

119 016119 北中城高校 與那嶺 脩 仲村 仁志 [19] 6-2  

012272 那覇高校 仲村 仁志 [19] 宮脇 俊介  

120 005410 那覇高校 宮脇 俊介 6-1  喜屋武 一心 [2] 

015889 知念高校 吉田 大悟  我謝 慎 

121 015444 知念高校 川満 雄作 五島 信太郎 6-2  

015748 八重山高校 五島 信太郎 石垣 拓真  

122 015750 八重山高校 石垣 拓真 6-3  五島 信太郎 

016395 首里高校 宮里 康汰  石垣 拓真 

123 016398 首里高校 玉城 勝 上原 詩温 6-0  

016109 那覇高校 上原 詩温 平良 博生  

124 014914 那覇高校 平良 博生 6-3  喜屋武 一心 [2] 

013353 小禄高校 上原 拓也  我謝 慎 

125 009460 小禄高校 仲里 浩琉 島袋 暉 6-0  

013210 球陽高校 島袋 暉 棚原 透也  

126 015853 球陽高校 棚原 透也 6-2  喜屋武 一心 [2] 

    我謝 慎 

127   Bye 2 喜屋武 一心 [2] 6-0  

007621 沖縄尚学高校 喜屋武 一心 [2] 我謝 慎  

128 002713 沖縄尚学高校 我謝 慎  

2021年度天沼杯・玉友杯テニス大会

2021年4月１８日（日）県総合運動公園テニスコート　受付8：30～8：50



男子ダブルス-本戦 準決勝～決勝戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者 

014897 沖縄尚学高校 岡崎 奎太 [1]  

1 005493 沖縄尚学高校 玉城 勇稀 岡崎 奎太 [1]

006866 沖縄尚学高校 盛島 光瑠 [7] 玉城 勇稀

64 015661 沖縄尚学高校 越村 勇斗 8-3 岡崎 奎太 [1]

006955 首里高校 大城 太志 [4] 玉城 勇稀

96 012520 首里高校 屋嘉比 梨恩 喜屋武 一心 [2] 8-0

007621 沖縄尚学高校 喜屋武 一心 [2] 我謝 慎  

128 002713 沖縄尚学高校 我謝 慎 8-0  



2021年度天沼杯・玉友杯テニス大会

女子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 

004961 沖縄尚学高校 下地 美満 [1] 

1 014898 沖縄尚学高校 倉岡 彩夏 下地 美満 [1] 下地 美満 [1] 下地 美満 [1]

   倉岡 彩夏 倉岡 彩夏 倉岡 彩夏

2   Bye 1  下地 美満 [1] 伊賀上 瑛穂[2] 8-4

013677 知念高校 上江洲 美羽  倉岡 彩夏 清水 真央 

3 013885 知念高校 普天間 桃香 上江洲 美羽 6-0  

012845 浦添高校 又吉 翼 普天間 桃香  

4 013005 浦添高校 増村 まゆみ 6-3  下地 美満 [1] 

015904 首里高校 安田 莉望  倉岡 彩夏 

5 013664 首里高校 東恩納 愛珠 山城 萌々愛 6-0  

012944 コザ高校 山城 萌々愛 悦 好伶  

6 013709 コザ高校 悦 好伶 6-1  仲本 海鈴 [13] 

013630 小禄高校 前里 好美  我如古 恋杏 

7 015407 小禄高校 新里 琴音 仲本 海鈴 [13] 6-4  

012062 具志川高校 仲本 海鈴 [13] 我如古 恋杏  

8 013374 具志川高校 我如古 恋杏 6-3  下地 美満 [1] 

015870 前原高校 下里 菜琉星 [12]  倉岡 彩夏 

9 013367 前原高校 中川 媛莉 下里 菜琉星 [12] 8-1  

016135 普天間高校 島袋 凜 中川 媛莉  

10 016137 普天間高校 末吉 愛翔 6-3  浦野 美優 

013625 知念高校 川智 夢叶  渡辺 千春 

11 013622 知念高校 謝花 梨里 浦野 美優 6-1  

011262 興南高校 浦野 美優 渡辺 千春  

12 013331 興南高校 渡辺 千春 6-2  有銘 杏奈 [7] 

015437 小禄高校 嘉陽田 心恵  田中 凜 

13 015434 小禄高校 大城 穂乃佳 兼濱 伽帆 6-1  

013878 首里高校 兼濱 伽帆 花城 若奈  

14 014325 首里高校 花城 若奈 6-2  有銘 杏奈 [7] 

    田中 凜 

15   Bye 7 有銘 杏奈 [7] 6-0  

013368 コザ高校 有銘 杏奈 [7] 田中 凜  

16 013293 コザ高校 田中 凜  下地 美満 [1] 

005853 沖縄尚学高校 友寄 愛加理 [3]  倉岡 彩夏 

17 015746 沖縄尚学高校 堀江 菜実 友寄 愛加理 [3] 8-6  

   堀江 菜実  

18   Bye 3  友寄 愛加理 [3] 

009462 那覇国際高校 友寄 百茶  堀江 菜実 

19 014272 那覇国際高校 高良 汐 友寄 百茶 6-0  

009529 那覇高校 豊里 知大 高良 汐  

20 013405 那覇高校 高良 莉央 6-4  友寄 愛加理 [3] 

013502 普天間高校 宮城 妃咲  堀江 菜実 

21 015369 普天間高校 木村 葵 宮城 妃咲 6-0  

014836 小禄高校 大城 綾夏 木村 葵  

22 016422 小禄高校 砂辺 琉奈 6-2  島袋 結愛 [14] 

014760 球陽高校 奥平 茉那  嵩原 愛羅 

23 012280 球陽高校 栗山 藍 島袋 結愛 [14] 7-6(3)  

013711 コザ高校 島袋 結愛 [14] 嵩原 愛羅  

24 013388 コザ高校 嵩原 愛羅 6-3  友寄 愛加理 [3] 

015636 沖縄尚学高校 吉村 宥南 [9]  堀江 菜実 

25 007082 沖縄尚学高校 當眞 寧菜 吉村 宥南 [9] 8-2  

016136 普天間高校 宮城 向日葵 當眞 寧菜  

26 016134 普天間高校 宮城 愛 6-0  吉村 宥南 [9] 

005015 那覇国際高校 大湾 優衣  當眞 寧菜 

27 008949 那覇国際高校 箱山 小春 大湾 優衣 6-0  

016427 首里東高校 富山 奈海 箱山 小春  

28 014216 首里東高校 親富祖 智優 6-0  吉村 宥南 [9] 

011571 那覇高校 具志 菜々子  當眞 寧菜 

29 011570 那覇高校 具志 萌々子 具志 菜々子 6-2  

015008 小禄高校 久髙 美羽 具志 萌々子  

30 012815 小禄高校 島本 夏海 6-0  具志 菜々子 

    具志 萌々子 

31   Bye 5 植村 青澄 [5] 6-1  

010372 コザ高校 植村 青澄 [5] 渡久地 凛音  

32 009466 コザ高校 渡久地 凛音  

2021年4月11日（日）奥武山公園テニスコート　受付8：30～8：50

　決勝戦　



2021年度天沼杯・玉友杯テニス大会

女子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 

005915 普天間高校 廣渡 澪 [8]  

33 006202 普天間高校 池間 美南 廣渡 澪 [8] 

   池間 美南 

34   Bye 6  廣渡 澪 [8] 

016116 西原高校 玉城 美翔  池間 美南 

35 015260 西原高校 西平 ひなみ 國場 一花 6-0  

014585 小禄高校 國場 一花 大城 結貴  

36 013106 小禄高校 大城 結貴 6-1  永井 花怜 [11] 

013945 首里東高校 東江 利紗  畑田 こころ 

37 010773 首里東高校 生盛 来実 東江 利紗 6-2  

014328 那覇高校 宮里 日向 生盛 来実  

38 014534 那覇高校 玉城 瑞稀 6-2  永井 花怜 [11] 

015856 コザ高校 上地 彩世  畑田 こころ 

39 013247 コザ高校 田場 響月 永井 花怜 [11] 6-3  

016321 沖縄尚学高校 永井 花怜 [11] 畑田 こころ  

40 016319 沖縄尚学高校 畑田 こころ 6-0  小山 みのり [4] 

010430 首里高校 古里 萌乃果 [16]  森 珠璃 

41 003929 首里高校 金城 あかり 古里 萌乃果 [16] 8-3  

016129 知念高校 喜納 沙彩 金城 あかり  

42 016128 知念高校 知念 優花 6-0  中澤 伊月季 

011427 読谷高校 多良間 理々子  野原 李帆 

43 013418 読谷高校 清水 美鶴 中澤 伊月季 7-5  

013609 小禄高校 中澤 伊月季 野原 李帆  

44 013673 小禄高校 野原 李帆 6-0  小山 みのり [4] 

009025 浦添高校 上地 未穂  森 珠璃 

45 008794 浦添高校 下地 愛菜 上地 未穂 6-0  

014367 那覇高校 照屋 七菜 下地 愛菜  

46 014434 那覇高校 竹内 珊瑚 6-1  小山 みのり [4] 

    森 珠璃 

47   Bye 4 小山 みのり [4] 6-1  

016317 沖縄尚学高校 小山 みのり [4] 森 珠璃  

48 016343 沖縄尚学高校 森 珠璃  伊賀上 瑛穂 [2] 

014761 コザ高校 加賀 小梅 [6]  清水 真央 

49 013458 コザ高校 崎間 千景 加賀 小梅 [6] 8-2  

   崎間 千景  

50   Bye 8  加賀 小梅 [6] 

013674 小禄高校 多嘉良 月花  崎間 千景 

51 007869 小禄高校 平良 二湖 多嘉良 月花 6-1  

015400 与勝高校 大庭 かれん 平良 二湖  

52 015401 与勝高校 安次富 心乃花 6-1  加賀 小梅 [6] 

012993 普天間高校 喜友名 伶奈  崎間 千景 

53 013643 普天間高校 池原 百花 松本 咲穂 7-5  

012628 那覇高校 松本 咲穂 渡具知 芽生  

54 012736 那覇高校 渡具知 芽生 6-3  熊野 智花 [10] 

013873 西原高校 城間 かれん  黒木 思歩 

55 015455 西原高校 池原 舞 熊野 智花 [10] 6-2  

006251 沖縄尚学高校 熊野 智花 [10] 黒木 思歩  

56 015680 沖縄尚学高校 黒木 思歩 6-0  伊賀上 瑛穂 [2] 

013294 与勝高校 安慶名 果鈴 [15]  清水 真央 

57 013313 与勝高校 山根 若菜 安慶名 果鈴 [15] 8-0  

012577 コザ高校 普久原 綾 山根 若菜  

58 013344 コザ高校 照屋 愛華 6-4  安慶名 果鈴 [15] 

013849 南風原高校 仲村 文伽  山根 若菜 

59 014096 南風原高校 濱島 加奈 仲村 和呼 6-2  

008267 首里高校 仲村 和呼 翁長 花音  

60 014415 首里高校 翁長 花音 6-1  伊賀上 瑛穂 [2] 

016133 普天間高校 呉屋 帆香  清水 真央 

61 015921 普天間高校 林 海月 呉屋 帆香 6-0  

016400 宜野湾高校 平良 愛純 林 海月  

62 016399 宜野湾高校 高里 舞里和 6-1  伊賀上 瑛穂 [2] 

    清水 真央 

63   Bye 2 伊賀上 瑛穂 [2] 6-0  

014890 沖縄尚学高校 伊賀上 瑛穂 [2] 清水 真央  

64 015678 沖縄尚学高校 清水 真央  

2021年4月11日（日）奥武山公園テニスコート　受付8：30～8：50


